
いつも新しい発見がある。いつも新しい発見がある。いつも新しい発見がある。いつも新しい発見がある。

横浜港発着 
東京（成田または羽田）・ 
大阪（関空）・名古屋発着

2023年 4月

▲ 7月
添乗員同行コースあり

究極のラグジュアリー客船　

リージェント セブンシーズクルーズリージェント セブンシーズクルーズでで巡巡るる

20232023年年日本発着・日本発着・
ヨーロッパヨーロッパクルーズクルーズ  
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リージェント セブンシーズクルーズの旅行代金に含まれるもの

リージェント セブンシーズクルーズ
世界で最もインクルーシブなラグジュアリー体験

ほとんどの外国船のメイン・ダイニングでは、スペースかつサー
ビス効率を優先するため、相席・時間指定制が一般的です。リー
ジェント セブンシーズクルーズのメイン・ダイニングでは、開始時
間やテーブルの指定がない「オープンシーティング制」を採用し
ています。お好きな時間にお好きな方と夕食をお楽しみいただけ
ますので、その日のスケジュールや体調に合わせてお選びくださ
い。メイン・ダイニングやバイキングレストランの他にも選りすぐり
のスペシャリティレストランをご用意しています（無料）。

プライム7
クラシックなアメリカンステーキと
シーフード料理をお召し上がりい
ただける洋上のグリル料理レスト
ラン（予約制／無料）。

シャルトリューズ
伝統にもモダンを加えた正統派
のフランス料理レストラン（予約
制／無料）。

パシフィックリム 
（エクスプローラー／スプレンダーのみ）

アジア料理を取り入れたバラエ
ティ豊かな極上のレストラン（予約
制／無料）。

リージェント セブンシーズクルーズのクルーズ代金には船上でのアルコール類を含むほぼすべて
の飲み物、チップ、寄港地ツアーの多く、船内インターネット利用、スペシャリティ・レストランでの
食事がクルーズ代金に含まれる究極の「オールインクルーシブ」。

世界最高水準のクルーズ客船会社。オールスイートの客室やメイン・ダイニングに加え、贅沢なスタイルで供されるクラシックな
フレンチレストラン「シャルトリューズ」などのレストランはいずれも定評のある味とサービスが人気。

お食事は「オープンシーティング（自由席制）」

究極の「オールインクルーシブ」 船上の豪華スイート

全客室にオーシャンビュー、99%のお部屋に
心安らぐプライベートバルコニーを備えてい
ます。毎日お好みに応じたお飲み物をご用意
するミニバーなど、極上のアメニティも完備。

B C ペントハウススイート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約52.1㎡
バスタブ・ガラス張り 
シャワー・バルコニー付 
リビングエリア・ 
バトラー（執事） 
サービス付
※ 一部バスタブなし 
客室もあり

D E コンシェルジュスイート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約38.5㎡
F スーペリアスイート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約38.5㎡

バスタブ・ガラス張り 
シャワー・バルコニー付

D E  
コンシェルジュ 
サービス付
※ 一部バスタブなし 
客室タイプもあり

G デラックスベランダスイート ・・・・・・約28～31.5㎡
H ベランダスイート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約28㎡

ガラス張りシャワー・ 
バルコニー付

共通設備

• ウェルカムシャンパンボトルとフルーツ
• プライベートバルコニー　• リビングエリア
• 大理石造りのバスルーム（一部スイートルームを除く）
•  ユーロピアンキングサイズベッド、デラックスベランダ
スイートはクイーンサイズのスランバー社のベッド

• 毎日補充されるミニバー　• 24時間ルームサービス
• 靴磨きサービス
• インタラクティブテレビと直通衛星電話
•  ロクシタンのメール&ミストラルのバスアメニティ
• リージェントのバスローブとスリッパ
•  ウォークインクローゼットとセーフティボックス 
（ ベランダスイートのクローゼットはカスタムメイドの
造りつけとなっています）

• 化粧台とヘアドライヤー

※上記はセブンシーズ エクスプローラーの客室例です。

·クルーズ中全寄港地での観光（乗・下船港は除く）
·船内チップ
·アルコールを含む飲物代
·メインダイニングはもちろんスペシャリティレストランでの食事代
·Wi-Fi利用（無制限）
·バトラー（執事）サービス（ペントハウススイート以上の客室）
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Seven Seas Explorer
ラグジュアリー客船

セブンシーズ 
エクスプローラー で航く

寄港地観光込  日本語コーディネーター乗船  ゴールデンウィーク
横浜発着 九州・四国と韓国クルーズ 11日間

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが船内では日本語係員がお世話させていただきます
■食事／Q 10回、W 9回、E 10回
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。
※政府関連諸税（クルーズ部分）として（28,060円）が別途必要です。旅行代金とあわせてお支払い
ください。

1 世界最高水準のラグジュアリーシップ 
「セブンシーズ エクスプローラー」で究極のオール
インクルーシブ洋上ライフをご体験ください。
※オールインクルーシブについてはP.2をご参照ください。

2 最大９連休となるゴールデンウイークを利用して、
美しい景観の日本各地を世界に名だたる客船で
ゆったりと快適にめぐります。

3 数々の寄港地観光を無料でお楽しみください。
（一部有料あり）

4 安心の日本語コーディネーター乗船！

おすすめポイント

久能山東照宮 
／清水〈静岡〉
徳川家康公をお祀りす
る最初の神社、久能山
東照宮。当時の技術と
芸術が凝縮された社殿
は、2010年12月に国
宝指定されました。日本
平からロープウェイで訪
れることができます。

甘川文化村／釜山 
〈韓国〉

2009年から町おこしが行
なわれ、街全体が路上美
術館として楽しめるように
なった甘川文化村。まる
でおとぎ話のようにカラフ
ルな家 が々斜面にびっしり
と連なり、韓国のマチュピ
チュとも呼ばれています。

知覧武家屋敷〈鹿児島〉
在残る武家屋敷群地区内は
石垣で屋敷が区切られ、沖縄
によく見られる石敢當や、屋敷
入口には屋敷内が見えないよ
うに屏風岩があります。知覧
の港が江戸時代に琉球貿易の
拠点であったことから、武家屋
敷も琉球の影響を多く受けて
いるようです。

高知城〈高知〉
別名鷹城とも呼ばれ、日本100名城に選定され
ている高知城。天守・御殿・追手門など15棟の建
造物が現存し、国の重要文化財に指定されてい
ます。城内には土佐藩初代藩主・山内一豊と妻の
千代、板垣退助の銅像が立っています。

高知城の玄関にあたる追手
門から入城した高知県立図
書館前に立つ騎馬銅像が山
内一豊像。高さ4.32m、重さ
3.6トン、台座5.08mの
巨大なブロンズ像です。

出発日　2023年 4月25日㈫～5月5日（金・祝）
日次 スケジュール

1 4/25（火） 横浜 ［午前］港へ集合

横浜
［午後］  セブンシーズ エクスプローラー乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉xxE

2 4/26（水） 清水
（静岡）

［07：00］入港 無料（一例）日本平と久能山東照宮観光
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 4/27（木） 神戸
（兵庫）

［11：00］入港 無料（一例） 大阪市内観光、神戸市内観光
※船は神戸に停泊します 〈船中泊〉QWE

4 4/28（金）

神戸
 無料（一例）京都終日観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 4/29（土・祝） 高知 ［07：00］入港 無料（一例）高知城と桂浜観光
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 4/30（日） 広島 ［08：00］入港 無料（一例）広島市内観光、宮島観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 5/1（月）

釜山
（韓国）

関門海峡クルージング
［11：00］入港 無料（一例）釜山市内観光と伝統芸能
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 5/2（火） 長崎 ［08：00］入港 無料（一例）長崎市内観光、島原と雲仙観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 5/3（水・祝） 鹿児島 ［08：00］入港 無料（一例）鹿児島市内観光、知覧と指宿観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 5/4（木・祝） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

11 5/5（金・祝） 横浜 ［06：30］入港　朝食の後、下船

その後、解散 Qxx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※ B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※ 外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済ませ
いただきますようお願い申し上げます。

ツアーコード：CE-MYRG-4001□□
■旅行代金表／横浜発着（2名1室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金）

キャビンタイプ コースコード末尾 旅行代金

H ベランダスイート （6・7階）
約28㎡／ガラス張りシャワー・バルコニー付

 TA 688,000円［688,000円］

G2 デラックスベランダスイート （6～9階）
約31.5㎡／ガラス張りシャワー・バルコニー付

 TB 718,000円［718,000円］

F2 スーペリアスイート （7～10階）
約38.5㎡／バスタブ・バルコニー付

 TC 758,000円［758,000円］

E
コンシェルジュスイート （6～9階）
約38.5㎡／バスタブ・バルコニー付 
コンシェルジュサービス付

 TD 808,000円［808,000円］

D
コンシェルジュスイート （7～10・12・14階）
約38.5㎡／バスタブ・バルコニー付 
コンシェルジュサービス付

 TE 848,000円［848,000円］

C
ペントハウススイート （7～9階）
約52.1㎡／ガラス張りシャワー・バルコニー付 
バトラー（執事）サービス付

 TF 1,048,000円［1,048,000円］

B
ペントハウススイート （6～10階）
約52.1㎡／ガラス張りシャワー・バルコニー付 
バトラー（執事）サービス付

 TG 1,078,000円［1,078,000円］

港湾費用（取消料の対象となります） 58,650円
キャンセル料：リージェント セブンシーズクルーズ120日前パターン①

※詳細は、裏表紙をご覧ください。
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出発日　2023年 4月27日㈭～5月10日㈬ 
日次 スケジュール

1 4/27（木） 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発 H 空路、
ドーハまたはイスタン 
ブールまたはドバイ
乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

［21：20～24：30］
関空発 H 空路、
ドーハまたはイスタン 
ブールまたはドバイ
乗継にてアテネへ
〈機内泊〉xxr

［16：00頃］JR名古屋駅発
J 航空会社バスにて関空へ
［21：20～24：30］関空発 H 
空路、ドーハまたはイスタンブール
またはドバイ乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

2 4/28（金） アテネ着 
（ギリシャ）

［08：45～15：00］専用車にてホテルへ
着後、自由行動 〈アテネ泊〉rrx

3 4/29（土・祝） アテネ ［午前］専用車にてピレウス港へ
ピレウス
（ギリシャ）

［昼頃］  セブンシーズ スプレンダー乗船 
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 4/30（日） ミコノス島
（ギリシャ）

［08：00］入港　 無料（一例）ミコノス島観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 5/1（月） イズミール
（トルコ）

［07：00］入港　 無料（一例） C 古代都市エフェソス
と聖母マリアの家を訪ねて

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 5/2（火） サントリーニ島
（ギリシャ）

［10：00］入港　 無料（一例）美しいイア村とワイナリー観光
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 5/3（水・祝） ［終日］イオニア海クルージング 〈船中泊〉QWE

8 5/4（木・祝） メッシーナ／シチリア島
（イタリア）

［07：00］入港　 無料（一例）タオルミナとギリシャ古代劇場観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 5/5（金・祝） ソレント
（イタリア）

［07：30］入港　 無料（一例）C アマルフィ海岸を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 5/6（土） ローマ／チビタベッキア 
（イタリア）

［07：00］入港　 無料（一例）C ローマ終日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

11 5/7（日） モンテカルロ
（モナコ）

［10：00］入港　 無料（一例）モナコ・ニース・エズ村終日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 5/8（月） ポールヴァンドル
（フランス）

［09：00］入港　 無料（一例） 海辺のリゾート 
「ポールヴァンドル」観光

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 5/9（火） バルセロナ
（スペイン）

［午前］入港　朝食の後、下船

バルセロナ発
簡単なバルセロナ観光の後、空港へ
［15：30～22：45］ H 空路、ドーハまたはイスタンブール
またはドバイ乗継にて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

14 5/10（水） 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］
関空着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］関空着
［夜］関空発 J  航空会社
バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

Seven Seas Splendor
ラグジュアリー客船

セブンシーズ 
スプレンダーで航く

添乗員同行  寄港地観光込  ゴールデンウィーク 
エーゲ海の島々と地中海クルーズ 14日間

ツアーコード：CE-MYRG-□□□□□□
■旅行代金表／東京発着 （2名1室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金）

キャビンタイプ コースコード末尾 旅行代金

F2 スーペリアスイート （7～9階）
約38.5～43㎡／バスタブ・バルコニー付

東京 9006TA
大阪 9006OA
名古屋 9006NA

1,298,000円
［910,000円］

E
コンシェルジュスイート （6～9階）
約41.4～43㎡／バスタブ・バルコニー付 
コンシェルジュサービス付

東京 9006TB
大阪 9006OB
名古屋 9006NB

1,378,000円
［980,000円］

C
ペントハウススイート （7～9階）
約52.1～59.6㎡／ガラス張りシャワー・バルコニー付 
バトラー（執事）サービス付

東京 9006TC
大阪 9006OC
名古屋 9006NC

1,738,000円
［1,330,000円］

港湾費用 60,950円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 358,000円

キャンセル料：リージェント セブンシーズクルーズ120日前パターン②
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

燃油サー
チャージ込

※寄港地観光は他のお客様との混乗・英語ガイドとなります。
※ 日程表の寄港地観光に添乗員が同行する予定です（コースが変更する場合がござ

います）。また、それ以外にも無料の寄港地観光をご用意しています（一部有料）。
■添乗員／同行してお世話いたします（基本的に添乗員は東京より同行します）
■最少催行人員／10名様
■利用航空会社／ カタール航空、エミレーツ航空、ターキッシュ エアラインズ 

（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル／ アテネ（デラックスクラス）： 

アテネウム インターコンチネンタルホテル、キング・ジョージ、
セントジョンズリガベトス、ディヴァニ・カラベル、ディヴァニ・
パレス・アクロポリス、ヒルトン、マリオット、ロイヤル・オリンピック

■食事／Q 11回、W 10回、E 10回（機内食は除く）
＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※ B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取
り式旅券が必要です。
※ 外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設
使用料（大人2,610円／子供1,300円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大
人3,100円／子供1,710円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※現地空港諸税（5,200円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

※政府関連諸税（クルーズ部分）として（22,190円）が別途必要です。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減
額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

1 世界最高水準のラグジュアリーシップ
「セブンシーズ スプレンダー」で究極のオール
インクルーシブ洋上ライフをご体験ください。
※オールインクルーシブについてはP.2をご参照ください。

2 最大９連休となるゴールデンウィークを利用して、
エーゲ海の人気の島々と地中海をめぐります。

3 数々の寄港地観光を無料でお楽しみください。
（一部有料あり）

4 安心の添乗員同行コース！

おすすめポイント

タオルミナ／シチリア島 
〈イタリア〉

タオルミナの1番の見どころといっ
ても過言ではない「ギリシャ劇場」。
最も高いところで標高250mの高
さを誇り、南にイオニア海やエトナ
山、北にメッシーナ海峡やイタリア
半島を一望することができます。

エズ村〈フランス〉
鷲の巣村とも呼ばれる、小さ
な街エズ。ニースとモナコの
中間にあるこのエズ村は街自
体が小さな丘になっており、
頂上までゆるやかな坂が続き
ます。その街並みはどこを切
り取っても絵になるような可
愛らしい街並みです。

サントリーニ島〈ギリシャ〉
輝く紺碧のエーゲ海に映える白壁の家並みと青い
ドーム屋根が印象的な、地中海を代表する景勝地
サントリーニ島。夕陽鑑賞スポットとしても有名です。
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出発日　2023年 5月25日㈭～6月4日㈰
日次 スケジュール

1 5/25（木） 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発 H 空路、 
カタール航空または 
エミレーツ航空にて
ドーハまたはドバイ
乗継にて
イスタンブールへ
 〈機内泊〉xxr

［21：20～24：30］
関空発 H 空路、
カタール航空または 
エミレーツ航空にて
ドーハまたはドバイ
乗継にて
イスタンブールへ
〈機内泊〉xxr

［16：00頃］JR名古屋駅発 
J エミレーツ航空連絡バス
にて関空へ
［21：20～24：30］
関空発 H 空路、エミレーツ
航空にてドバイ乗継にて
イスタンブールへ
 〈機内泊〉xxr

2 5/26（金） イスタンブール着
（トルコ）

［12：00～14：30］着後、専用車にて港へ
［午後］  セブンシーズ ボイジャー乗船 
※船はイスタンブールに停泊します 〈船中泊〉rrE

3 5/27（土）

イスタンブール
 無料（一例） Cイスタンブール市内観光
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 5/28（日） エフェソス／クサダシ
（トルコ）

［12：00］入港 無料（一例）  C 古代都市エフェソス遺跡
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 5/29（月） マルマリス
（トルコ）

［09：00］入港 無料（一例）  マルマリス旧市街とビーチを訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 5/30（火） アンタルヤ
（トルコ）

［07：00］入港 無料（一例）  アンタルヤ市内と 
考古学博物館観光

［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 5/31（水） アギオス・ニコラオス／
クレタ島（ギリシャ）

［11：00］入港 無料（一例） クノッソス宮殿観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 6/1（木） サントリーニ島
（ギリシャ）

［08：00］入港 無料（一例）  美しいイア村とワイナリーを訪ねて
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 6/2（金） ミコノス島
（ギリシャ）

［08：00］入港 無料（一例） “白い宝石”ミコノス島内観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 6/3（土） ピレウス
（ギリシャ）

［06：00］入港　朝食の後、下船

アテネ
アテネ発

その後、専用車にてアテネへ
着後、簡単なアテネ市内観光の後、空港へ
［13：30～20：10］ H 空路、ドバイまたはドーハ乗継
にて帰国の途へ 〈機内泊〉QWr

11 6/4（日） 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：00～22：40］
東京着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］
関空着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］関空着
［夜］関空発 J  エミレーツ
航空連絡バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

トルコとエーゲ海  人気の3島クルーズ 
11日間 寄港地観光込

Seven Seas Voyager
ラグジュアリー客船

セブンシーズ 
ボイジャーで航く

1 世界最高水準のラグジュアリーシップ
「セブンシーズ ボイジャー」で究極のオール
インクルーシブ洋上ライフをご体験ください。
※オールインクルーシブについてはP.2をご参照ください。

2 東西の歴史が織りなす魅惑都市イスタンブール
に停泊した後、エーゲ海最大のクレタ島、
憧れのサントリーニ島、白い宝石ミコノス島など
をめぐるエーゲ海ハイライトコース！

3 数々の寄港地観光を無料でお楽しみください。
（一部有料あり）

4 US$400（1室）の船内の支払いにご利用
いただけるシップボードクレジット付！

おすすめポイント

ツアーコード：CE-MYRG-□□□□□□
■旅行代金表／東京発着 （2名1室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金）

キャビンタイプ コースコード末尾 旅行代金

H デラックスベランダスイート （6階）
約33㎡／バスタブ・バルコニー付

東京 9007TA
大阪 9007OA
名古屋 9007NA

798,000円
［647,000円］

G デラックスベランダスイート （6・7階）
約33㎡／バスタブ・バルコニー付

東京 9007TB
大阪 9007OB
名古屋 9007NB

848,000円
［697,000円］

F デラックスベランダスイート （7・8階）
約33㎡／バスタブ・バルコニー付

東京 9007TC
大阪 9007OC
名古屋 9007NC

888,000円
［730,000円］

C
ペントハウススイート （6～10階）
約36㎡／バスタブ・バルコニー付 
バトラー（執事）サービス付

東京 9007TD
大阪 9007OD
名古屋 9007ND

1,088,000円
［930,000円］

港湾費用 50,600円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 328,000円

キャンセル料：リージェント セブンシーズクルーズ120日前パターン②
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

燃油サー
チャージ込 ■添乗員／同行しません

■最少催行人員／2名様
■利用航空会社／ カタール航空、エミレーツ航空、ターキッシュ エアラインズ 

（いずれもエコノミークラス）
■食事／Q 8回、W 8回、E 8回（機内食は除く）
＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※ B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取
り式旅券が必要です。
※ 外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。
※H、G、Fは客室の大きさは同一ですが、階数が異なります。
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設
使用料（大人2,610円／子供1,300円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大
人3,100円／子供1,710円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※現地空港諸税（6,750円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

※政府関連諸税（クルーズ部分）として（27,140円）が別途必要です。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減
額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

ミコノス島 
〈ギリシャ〉

ギリシャらしい風車がシ
ンボルのミコノス島。白
い家と可愛らしい花々、
石畳が続く街並みは絵
本のように可愛らしく、
地中海の島々の中でも
名高い観光地です。

マルマリス〈トルコ〉
何世紀もの歴史を持つ建
物が建ち並んでいる旧市
街は、港周辺の現代的な
エリアとは対照的。旧市
街にそびえるように建つ
マルマリス城の上から眺
める海や港も絶景です。

世界遺産  エフェソス／クサダシ〈トルコ〉
エフェソスは旧約聖書にも登場する古代都市で、最も栄
えていたローマ時代の建物がいまも建ち並んでいます。
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イベリア半島とモロッコクルーズ 11日間
寄港地観光込

Seven Seas Voyager
ラグジュアリー客船

セブンシーズ 
ボイジャーで航く

出発日　2023年 6月23日㈮～7月3日㈪ 
日次 スケジュール

1 6/23（金） 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発 H 
空路、ドーハまたは 
イスタンブール
またはドバイ乗継
にてバルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

［21：20～24：30］
関空発 H 
空路、ドーハまたは 
イスタンブール
またはドバイ乗継
にてバルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00～16：00頃］JR名古屋駅発
J 航空会社バスにて関空へ
［21：20～24：30］
関空発 H 空路、ドーハまたは
イスタンブールまたは
ドバイ乗継にてバルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

2 6/24（土） バルセロナ着 
（スペイン）

［10：15～14：10］専用車（英語ドライバー）にてホテルへ
着後、自由行動 〈バルセロナ泊〉rrx

3 6/25（日） バルセロナ 出発まで自由行動
［午前］専用車（英語ドライバー）にて港へ

バルセロナ
［午後］  セブンシーズ ボイジャー乗船 
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 6/26（月） イビサ島
（スペイン）

［08：00］入港　 無料（一例）  イスラムの影響を残す
「白い島」イビサ観光

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 6/27（火） アルメリア
（スペイン）

［11：00］入港　 無料（一例） Cアルハンブラ宮殿観光
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 6/28（水） マラガ
（スペイン）

［07：00］入港　 無料（一例）  コスタ・デル・ソルの 
中心地マラガ観光

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 6/29（木） カサブランカ
（モロッコ）

［09：00］入港　 無料（一例）  映画の舞台にもなった 
カサブランカ市内観光

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 6/30（金） セビリア／カディス
（スペイン）

［08：00］入港　 無料（一例）  セビリア観光とフラメンコ鑑賞
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 7/1（土） ポルティマン
（ポルトガル）

［08：00］入港　 無料（一例）  歴史的なアルガルベと 
ワインを訪ねて

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 7/2（日） リスボン
（ポルトガル）

［午前］入港　朝食の後、下船

リスボン発
その後、専用車（英語ドライバー）にて空港へ
［13：15～16：00］ H 空路、ドーハまたはイスタンブール
またはドバイ乗継にて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

11 7/3（月） 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］
関空着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］関空着
［夜］関空発 J  航空会社
バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

ツアーコード：CE-MYRG-□□□□□□
■旅行代金表／東京発着 （2名1室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金）

キャビンタイプ コースコード末尾 旅行代金

H デラックスベランダスイート （6階）
約33㎡／バスタブ・バルコニー付

東京 9008TA
大阪 9008OA
名古屋 9008NA

788,000円
［637,000円］

G デラックスベランダスイート （6・7階）
約33㎡／バスタブ・バルコニー付

東京 9008TB
大阪 9008OB
名古屋 9008NB

838,000円
［687,000円］

F デラックスベランダスイート （7・8階）
約33㎡／バスタブ・バルコニー付

東京 9008TC
大阪 9008OC
名古屋 9008NC

878,000円
［720,000円］

C
ペントハウススイート （6～10階）
約36㎡／バスタブ・バルコニー付 
バトラー（執事）サービス付

東京 9008TD
大阪 9008OD
名古屋 9008ND

1,038,000円
［877,000円］

港湾費用 45,420円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 358,000円

キャンセル料：リージェント セブンシーズクルーズ120日前パターン②
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

燃油サー
チャージ込

■添乗員／同行しません
■最少催行人員／2名様
■利用航空会社／ エミレーツ航空、カタール航空、ターキッシュ エアラインズ 

（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル／ バルセロナ（デラックスクラス）： 

エル・パラス、アーツ、サー・ビクトール、クラウンプラザ、カサ・
フステル、グラン・ホテル・ラ・フロリダ、クラリス、ヒルトン・ 
ディアゴナル・マール、フェアモント・レイファンカルロス、 
プリンセサ ソフィア グラン

■食事／Q 8回、W 7回、E 7回（機内食は除く）
＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※ B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取
り式旅券が必要です。
※ 外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。
※H、G、Fは客室の大きさは同一ですが、階数が異なります。
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設
使用料（大人2,610円／子供1,300円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大
人3,100円／子供1,710円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※現地空港諸税（6,490円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

※政府関連諸税（クルーズ部分）として（24,490円）が別途必要です。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減
額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

ハッサン2世モスク／ 
カサブランカ〈モロッコ〉
モロッコの港町・カサブランカの有名な
観光スポットとして知られる「ハッサン2
世モスク」。国内最大級のモスクで全長
200mもの高さを誇るミナレット（尖塔）
を擁しています。2015年には映画「ミッ
ション：インポッシブル／ローグ・ネイシ
ョン」のロケ地として注目されました。

1 世界最高水準のラグジュアリーシップ
「セブンシーズ ボイジャー」で究極のオール
インクルーシブ洋上ライフをご体験ください。
※オールインクルーシブについてはP.2をご参照ください。

2 見どころ満載のバルセロナに前泊。エキゾチック
な香り漂うアンダルシア・ポルトガルをめぐります。

3 数々の寄港地観光を無料でお楽しみください。
（一部有料あり）

おすすめポイント

イビサ島〈スペイン〉
スペインのバレアレス諸
島に位置するイビサ島は、
世界中から多くの観光客
や著名人・有名人が訪れ
るリゾート地。旧市街・ダ
ルトヴィラの歴史を感じ
させる城壁や、白壁一面
の街並みは世界遺産に登
録されています。

世界遺産   
アルハンブラ宮殿 

〈スペイン〉

グラナダの緑豊かな小高い丘
の上に建つアルハンブラ宮殿
は、この地を支配していたイス
ラム教徒の栄華の象徴であり、
その憂愁に満ちた建物の全景
は、かつて難攻不落を誇った
時代の名残りを感じさせます。
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トルコギリシャイタリア

7

Seven Seas Mariner
ラグジュアリー客船

セブンシーズ 
マリナー で航く

美しきエーゲ海と地中海の至宝クルーズ
14日間 寄港地観光込

イベリア半島とモロッコクルーズ 11日間
寄港地観光込

出発日　2023年 7月1日㈯～7月14日㈮
日次 スケジュール

1 7/1（土） 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発 H 空路、 
ドーハまたはイスタン 
ブールまたはドバイ
乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

［21：20～24：30］
関空発 H 空路、
ドーハまたはイスタン 
ブールまたはドバイ
乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00～16：00頃］JR名古屋駅発
J 航空会社バスにて関空へ
［21：20～24：30］関空発 H 
空路、ドーハまたはイスタンブール
またはドバイ乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

2 7/2（日） アテネ着 
（ギリシャ）

［08：45～15：00］専用車（英語ドライバー）にてホテルへ
着後、自由行動 〈アテネ泊〉rrx

3 7/3（月） アテネ ［午前］専用車（英語ドライバー）にてピレウス港へ
ピレウス
（ギリシャ）

［昼頃］  セブンシーズ マリナー乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 7/4（火） ［終日］地中海クルージング 〈船中泊〉QWE

5 7/5（水） イスタンブール
（トルコ）

［08：00］入港 無料（一例） Cイスタンブール終日観光
※船はイスタンブールに停泊します 〈船中泊〉QWE

6 7/6（木）

イスタンブール
 無料（一例） ボスポラス海峡クルーズ
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 7/7（金） エフェソス／イズミール
（トルコ）

［10：00］入港 無料（一例）  C古代都市エフェソス遺跡
と聖母マリアの家観光

［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 7/8（土） サントリーニ島
（ギリシャ）

［10：00］入港 無料（一例）  絵画のように美しいイア村と
ワイナリー見学

［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 7/9（日） ハニア／クレタ島
（ギリシャ）

［08：00］入港 無料（一例） クノッソス宮殿終日観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 7/10（月） ［終日］地中海クルージング 〈船中泊〉QWE

11 7/11（火） カターニア／シチリア島
（イタリア）

［07：00］入港 無料（一例） 美しいタオルミナとエトナ山
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 7/12（水） アマルフィ／ポジターノ
（イタリア）

［07：00］入港 無料（一例）  Cアマルフィ海岸と 
ポジターノの休日

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 7/13（木） チビタベッキア
（イタリア）

［午前］入港　朝食の後、下船

ローマ発
専用車（英語ドライバー）にてローマ空港へ
［15：20～19：45］ H 空路、ドーハまたはイスタンブール
またはドバイ乗継にて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

14 7/14（金） 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］
関空着
着後、解散
 rrx

［17：00～22：40］関空着
［夜］関空発 J  航空会社
バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

ツアーコード：CE-MYRG-□□□□□□
■旅行代金表／東京発着 （2名1室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金）

キャビンタイプ コースコード末尾 旅行代金

H デラックスベランダスイート （7階）
約28㎡／バスタブまたはシャワーブース・バルコニー付

東京 9009TA
大阪 9009OA
名古屋 9009NA

988,000円
［817,000円］

G デラックスベランダスイート （7・8階）
約28㎡／バスタブまたはシャワーブース・バルコニー付

東京 9009TB
大阪 9009OB
名古屋 9009NB

1,048,000円
［870,000円］

F デラックスベランダスイート （7～10階）
約28㎡／バスタブまたはシャワーブース・バルコニー付

東京 9009TC
大阪 9009OC
名古屋 9009NC

1,118,000円
［937,000円］

C
ペントハウススイート （8・9階）
約42㎡／バスタブまたはシャワーブース・バルコニー付 
バトラー（執事）サービス付

東京 9009TD
大阪 9009OD
名古屋 9009ND

1,458,000円
［1,270,000円］

港湾費用 60,950円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 358,000円

キャンセル料：リージェント セブンシーズクルーズ120日前パターン②
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

燃油サー
チャージ込

1 世界最高水準のラグジュアリーシップ
「セブンシーズ マリナー」で究極のオール
インクルーシブ洋上ライフをご体験ください。
※オールインクルーシブについてはP.2をご参照ください。

2 魅惑都市イスタンブール、憧れのサントリーニ島、
美しい海岸線が世界遺産に登録されている
アマルフィ（ポジターノ）など人気の寄港地を 
めぐります。

3 数々の寄港地観光を無料でお楽しみください。
（一部有料あり）

おすすめポイント

■添乗員／同行しません
■最少催行人員／2名様
■利用航空会社／ エミレーツ航空、カタール航空、ターキッシュ エアラインズ 

（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル／ アテネ（デラックスクラス）： 

アテネウム インターコンチネンタルホテル、キング・ジョージ、
セントジョンズリガベトス、ディヴァニ・カラベル、ディヴァニ・
パレス・アクロポリス、ヒルトン、マリオット、ロイヤル・オリンピック

■食事／Q 11回、W 10回、E 10回（機内食は除く）
＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※ B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取
り式旅券が必要です。
※ 外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。
※H、G、Fは客室の大きさは同一ですが、階数が異なります。
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設
使用料（大人2,610円／子供1,300円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大
人3,100円／子供1,710円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※現地空港諸税（7,640円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

※政府関連諸税（クルーズ部分）として（22,650円）が別途必要です。旅行代金とあわせてお支
払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減
額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

クノッソス宮殿／ 
ハニア〈ギリシャ〉

伝承にあるクレタ島のミノス
王の王宮とされるこの遺跡
は、ギリシア神話の怪物ミノ
タウロスにまつわる伝説の
舞台となった「迷宮」だと考
えられています。

ポジターノ 
〈イタリア〉

ポジターノはアマルフ
ィ海岸の西端に位置
し、アマルフィの宝石
とも呼ばれる美しい
景観の街。レストラン、
カフェ、お土産店など
が充実しています。

世界遺産  ブルーモスク／イスタンブール〈トルコ〉
ブルーモスクの名で知られているスルタンアフメット・モスクはトルコを代表するモスク。
周辺はアヤ・ソフィア博物館やトプカ宮殿がある歴史地区となっています。



※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

船内での過ごし方（一例）

コンステレーション シアター
本格的なミュージカルからシングアロングまで、リージェント
専属オーケストラが演奏を担当する素晴らしいパフォーマンス
をご鑑賞ください。

フィットネスセンター
サイクリングマシン、ダンベル、トレッドミル、テクノジム製筋
力トレーニングマシン、ワークアウトマット、ステップベンチな
どの設備を完備。

ブティック
高級ハンドバッグやジュアリーから水着やオリジナルのロゴ入
り商品、ご友人やご家族へのギフトアイテムなどを取りそろえ
ています。

オブザベーション ラウンジ
展望ラウンジでは、寄港地に入港、出港する度に見事な景色
をご堪能いただけます。

Serene Spa & Wellness™
マッサージやボディラップから、フェイシャル、マニキュア、ペ
ディキュアなど。

コーヒー・コネクション
コーヒー豆はillyを使用。バリスタが香り高いコーヒーをお作
りします。

旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社
旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。

●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知県
名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録第55号。以
下「当社」といいます。）が企画実施するものであり、旅行に参加されるお
客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を
締結することになります。旅行契約の内容・条件は下記によるほか別途
お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）お
よび当社旅行業務約款募集型企画旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の申
込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等により予
約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌
日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いします。当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金
旅行代金 旅行代金が30万円以上 旅行代金が30万円未満
申込金 旅行代金の20％以上旅行代金まで 60,000円以上旅行代金まで
●旅行代金のお支払い／旅行代金は、旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって取消料が発生する日より前（お申込みが間際の場合
は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが含
まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・ガイド代
金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部
屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および税・サービス料
金※添乗員が同行するコースの同行代金※その他パンフレット等で
含まれる旨明示したもの。左記の諸費用は、お客様のご都合により一
部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれません。
その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内における自宅
から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国内
の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニング代金、電報電話
料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的
性質の諸経費、税・サービス料※傷害・疾病に関する医療費※日本国
外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港税
等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによっては、
空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）

●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくこ
とにより旅行契約を解除することができます。
パターン①：4/25発

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

121日前まで 無料
120日前～91日前まで 旅行代金の15％
90日前～61日前まで 旅行代金の50％
60日前～31日前まで 旅行代金の75％
30日前～当日まで 旅行代金の100％

パターン②：4/27発、5/25発、6/23発、7/1発
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

121日前まで 無料
120日前～91日前まで 旅行代金の7.5％
90日前～61日前まで 旅行代金の25％
60日前～31日前まで 旅行代金の37.5％
30日前～当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡不参加 旅行代金の100％
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2022年1月20
日を基準としています。また、旅行代金は、2022年1月20日現在有効
なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2022年1月
20日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を基準として
算出しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中のマークについて／Q：朝食　W：昼食　E：夕食 
x：食事なし　r：機内食　H：飛行機での移動
◆スケジュール中の観光について／天候や道路事情により観光先を
変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。（現地空港税及
び燃油サーチャージの合算額は2022年1月20日現在の社内レートを
元に算出しております。この金額については出発時為替レートにより差
額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。）
◆スケジュール中の予定時間／
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

03：00 06：00 08：00 12：00 13：00 17：00 19：00 23：00 03：00

海外クルーズ保険ご加入のおすすめ
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は通常の旅行よりも取消料の発生が早くなってくるケースや取消料率が高くなっているケースがございます。お客様
やご同行者の方の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅行をお取消になる場合に取消料をカバーする保険がございますので、クルーズ旅行にお申し込
みと一緒にこの保険をお申込みされることをお勧めいたします。詳しくは係員までお尋ねください。

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施　

●名鉄観光クルーズホームページ　https://www.mwt.co.jp/cruise/ 観光庁長官登録旅行業第55号

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-22-01-001

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関す
る責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれ
ば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

セブンシーズ スプレンダー
SEVEN SEAS SPLENDOR

2020年にデビューしたセブンシーズ スプレン
ダーは、セブンシーズ エクスプローラーと同一
タイプの最新の設備を備えており、オリジナル
のミュージカルショーはブロードウェイの振付・脚
本・演出チームにより、多彩なジャンルをご用意。

●就航年 
 2020年 2月
●総トン数 
 55,498トン

●全長 224m
●全幅 31m
●乗客定員 732人
●乗組員定員 542人

セブンシーズ エクスプローラー
SEVEN SEAS EXPLORER

セブンシーズ エクスプローラーは、パブロ・ピカ
ソの作品が壁面を飾り、エレガントなレストラン
「コンパスローズ」の天井を鮮やかなコバルトブ
ルーのガラス作品が彩るなど、目を見張るよう
な内装が施されています。

●就航年 
 2016年 7月
●総トン数 
 50,125トン

●全長 224m
●全幅 31m
●乗客定員 732人
●乗組員定員 552人

セブンシーズ ボイジャー
SEVEN SEAS VOYAGER

2016年に大規模な改装を実施し、エレガントな
装いへとリフレッシュ。客室を含む内装やレスト
ランもリニューアルされ、インターネットも無料に
なりました。客室はもっとも小さいタイプでもバル
コニーをのぞいて28㎡という広さがあります。

●就航年 2003年 
 （2016年改装）
●総トン数 
 42,363トン

●全長 204.2m
●全幅 28.6m
●乗客定員 680人
●乗組員定員 447人

セブンシーズ マリナー
SEVEN SEAS MARINER

クルーズ客船で初めてのオールスイート、オー
ルバルコニー付きの客船として誕生したセブ
ンシーズ マリナーも、2018年の改装でセブン
シーズ エクスプローラーレベルにグレードアッ
プ。レストランや客室も一新しました。

●就航年 2001年
 （2018年改装）
●総トン数 
 48,075トン

●全長 216.1m
●全幅 28.3m
●乗客定員 684人
●乗組員定員 445人


